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東日本大震災における情報システム部門の行動指針：計画停電にどう
対処するか

2011年3月11日に発生した、三陸沖を震源地とする東北地方太平洋沖地震 (以降、東日本大震災) に対
して、企業の情報システム部門が直ちに取るべき行動を提言する。
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東日本大震災における情報システム部門の行動指針：計画停電にどう対処するか

要約
2011年3月11日14時46分に発生した三陸沖を震源地とする東日本大震災 (備考1参照) において、地震
や津波による被害に加え、福島第一、第二原子力発電所の被災による電力供給不足に対処するための、
計画停電 (備考2参照) による企業の情報システムへの影響が懸念される。本リサーチノートでは、企
業の情報システム部門が早急に取るべき計画停電への行動指針についてまとめる。情報システム部門
は、東日本大震災のような大規模災害において、ITインフラが設置されているデータセンター側と
ユーザー側 (オフィスまたは在宅勤務) の2つの側面から、確実かつ漏れのない、常に最悪の状況を想
定した行動指針を持つ必要がある。

推奨事項
 データセンターに自家発電装置を保有している企業は、燃料消費をシミュレーションしながら、
自家発電装置の稼働で計画停電を乗り切る。また、燃料が底を付く最悪の場合に備えて、セカン
ダリ・サイトの利用を検討する。
 データセンターに自家発電装置を保有していない企業は、各マシンを停止順どおりに確実に
シャットダウンさせ、計画停電終了後に立ち上げるための対策を実施する。
 オフィスビルに設置されているユーザー側の機器 (デスクトップPC、サーバ、通信機器等) につ
いては、計画停電に際して適切なシャットダウンを行う手続きを確立する。また、オフィスには、
通常は操作の不要なオートロック等の設備がある。計画停電時には、こうした設備についても操
作が必要になることがあるが、管理を担当する部門が意識していない場合が多いため、情報シス
テム部門からも注意を喚起する。
 公共交通機関の運行が不安定なことから、在宅勤務を余儀なくされる従業員が出てくるため、自
社に最適な臨時の在宅勤務ポリシーを策定し、臨時サポート体制の早期の確立を目指す。ただし、
臨時の在宅勤務従業員の増加や個人所有PCの利用による情報漏洩のリスクには十分配慮する。
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分析
以下では、今回の計画停電に臨み、情報システム部門に必要な行動指針を2つの視点から論じている。
具体的には、論点1がデータセンター側、論点2がユーザー側 (オフィス／在宅勤務) である。

論点1：計画停電に臨み、自社のデータセンター運営において必要な行動指針
は何か
ユーザー企業が自社でデータセンターを保有している場合、その対応は自家発電装置の有無により
大きく異なる。そこで「共通的な点検事項」のほかに、「自家発電装置を設置している」場合と「自
家発電装置を設置していない」場合に分けて論じる。

1-1

自家発電装置を設置しているデータセンターの場合

3時間程度の停電であれば、自家発電装置を稼働させることによってしのぐことは可能である。その
際、情報システム部門は以下の施策を実行すべきである。
 自家発電装置の正常な起動を再点検する。
 既にセカンダリ・サイトを東京電力管轄外に所有している企業は、燃料消費をシミュレーション
しながら自家発電装置の稼働で計画停電を乗り切りつつ、燃料が底を付く最悪の場合に備えて、
セカンダリ・サイトの利用を検討する。
 自家発電装置の消費燃料と備蓄燃料を再点検する。自家発電装置用には、地域の消防法により異
なるが、通常3万リットルから6万リットルの重油や軽油が備蓄されている。例えば、2,500kVA
クラスの発電装置を利用した場合、1時間当たり約1,100リットルの燃料が消費されるため、仮に
1日当たりの停電時間を3時間とするならば、合計3,300リットルが必要となる。さらに冗長化構
成として、2台同時に稼働させた場合は、倍の合計6,600リットルが必要である。つまり、タイム
リーに燃料を補充できない状況であれば、自家発電装置の稼働は約9日間ということになる (リ
サーチノート、ITM-06-24、2006年5月2日付「事業継続：ディザスタ・リカバリを検討する際の
データセンター選定基準」参照)。
 自家発電装置の稼働開始後に、電力供給が再開され、元の電力に戻す場合には、専門要員が立ち
会い、操作する。かつて旧江戸川の停電 (備考3参照) において、自動で自家発電装置を稼働させ
たが、戻す際にオペレーション・ミスが発生したデータセンターがあった。今回の計画停電でも、
普段は行わない自家発電装置からの戻しの操作が含まれるため、専門要員が確実に操作する。
 空調が自家発電装置から電力の供給を受けているか点検する。一部のデータセンターでは、マ
シンの稼働を最優先させるため、空調を自家発電装置に接続していない。その場合、停電時間中
は当然、空調が停止する。燃料の消費を抑える点では有効であるが、昨今のブレードを集積した
密度の高いサーバ・ラックでは、マシンルームの温度が急激に上昇し、CPUが故障するリスクを
念頭に置かなければならない。この場合、計画停電前に、無人ゾーンの温度をあらかじめ下げて
おき、3時間で温度が上がっても通常の温度になるように温度調整を実施する。
 本番業務において重要な有人ゾーン (オペレーション・ルームなど) が自家発電装置から電力の
供給を受けているか点検する。一部のデータセンターでは、自家発電装置に切り換えた後、主要
な照明が停止する場合がある。オペレーション・ミスの誘発を回避するために、停電時において
も安定した電力供給が必須である。
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1-2

自家発電装置を設置していないデータセンターの場合

小規模のデータセンターやオフィスビルのマシンルームの場合、自家発電装置がないことが多い。
このような環境で今回のような計画停電を乗り切るためには、マシンのシャットダウン (備考4参照)
が必須になる。無停電電源装置 (UPS) を設置している場合でも、その給電可能時間は8～10分程度であ
る。最近のサーバ類のシャットダウンに要する時間は5～8分程度であり、停電後のシャットダウンで
間に合うと考えられるが、計画停電開始前にシャットダウンの専門要員を配備し、手動による確実な
電源オフを行うことが望ましい。人手が不足し、やむを得ずUPSからの信号により自動でシャットダ
ウンさせる必要がある場合は、UPSを増設することにより給電可能時間を延長し、電力不足による異
常終了という事態を避ける必要があるといえる。

1-3

共通的な点検事項

共通的な点検事項としては、以下の施策を実行すべきである。
 東京電力が予定している計画停電に加えて、電力需要が供給力を上回った場合、大規模な停電が
起きる可能性もあり、最悪の場合に備え、計画停電開始前に内蔵ディスク (システム領域) の
バックアップを取っておく。
 今後、クーラーなどの冷房装置の電力消費が多い夏場に向かい計画停電が繰り返される場合は、
計画停電により顧客に影響を及ぼす可能性のある業務範囲 (店舗の開店／閉店時間、コールセン
ターの稼働時間など) を自社のホームページなどであらかじめ公開することにより、関係者への
事前周知を図る。
 インターネット回線のみならず、広域イーサネット、IP-VPNサービスのWAN回線サービスや構
内PBX回線網など、企業向けの通信サービス全般が計画停電の影響によって停止することが想定
される。その影響範囲を事前に把握し、特にWANサービスのバックアップ回線の確保に問題が
ないか、早期に確認しておく。セカンダリ・サイトへの切り替えは、WANサービスが確実に確
保できることを確認した上で実施する。
 当面、公共交通機関の運行の乱れや、データセンターのある郊外での運休が頻発する恐れがある
ため、外部からデータセンターへのリモート・アクセス (備考5参照) 環境を持たない場合は、リ
モート・アクセス環境の導入を検討する。

論点2：計画停電に臨み、オフィスおよび在宅での勤務において必要な行動指
針は何か
3月16日現在、計画停電は、東京電力が電力需要を見ながら、実施か回避かを決定している。これに
対して情報システム部門は、データセンターに対するユーザー側となるオフィスおよび在宅での勤務
について、次の施策を講じるべきである。

2-1

オフィスにおける施策

 計画停電については、特に情報の共有が重要となる。不規則なワークスタイルを強いられる従業
員に対して、オフィスと各従業員の自宅が計画停電のどのグループに所属しているか、また交通
手段や通信サービスにどのような制限があるかなど、適時有益な情報を提供できるように努め、
それらをイントラネット上で告知する。時間の経過とともに情報の内容が変化するため、メール
に頼るのではなく、常に最新の状況をイントラネット上で確認できるようにする。
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 社内外とのコミュニケーション手段に関しては、計画停電の際、コミュニケーションを取りたい
相手の通信状況などによっては、相互の通信が成り立たなくなる可能性が十分に考えられる。し
たがって、電話、メール、音声会議、Web会議、インスタント・メッセージング、ソーシャル・
メディアなど、多様な通信手段を可能な範囲で活用できるようにする。ただし、不慣れな通信
ツールの誤操作による情報漏洩など、二次災害を誘発するリスクが懸念される。したがって、重
要度の低い通信 (自社製品や行事の案内メールなど) を控えるなど、緊急性の高い情報の流通を
優先するという姿勢で臨む必要がある。
 クライアント機器については、ノートPCの場合でも、停電の際は通常、LAN関連の電源が落ち
てしまうため、オフラインでの利用を想定し、場合によっては予備のバッテリを用意しておく。
自動バックアップの時間を通常よりも短く (例えば3分に) 設定することで、作成途中のドキュ
メントがセーブされずにバッテリ切れでシャットダウンしてしまうといったリスクを軽減するこ
とができる。
 オフィスに設置してあるサーバ類については、通常はシャットダウンを行わないことから、
シャットダウンに関するテストを事前に行っておく。また、計画停電が毎日のように行われる事
態を想定し、立ち上げ／シャットダウンを行う担当者とその代行者を決め、それらの手順を分か
りやすく記した資料を作成し、ハードウェアの近くに置いておく。

2-2

在宅勤務における施策

公共交通機関の運行が不安定なことから、在宅勤務を余儀なくされる従業員が出てくると想定され
る。その際に情報システム部門が行うべき施策は以下のとおりである。
 在宅勤務を余儀なくされる従業員が想定以上に増加する可能性があるが、通常、全員が自宅
(ホーム・オフィス) で機密性の高い業務を行う必要性は低い。在宅勤務の許認可については最終
的に会社の規定に基づいて決定されるが、情報システム部門としては、在宅勤務者の増加による
二次災害 (ホーム・オフィスからの情報漏洩) のリスクを十分に考慮し、在宅勤務者に対して適
切な作業環境を提供する必要がある。
 まずは、モバイル・ワーカーなどの日常的に在宅勤務が可能な従業員に対しては、積極的に在宅
ワークを奨励する。次に、会社でノートPCを利用しているが、これまで在宅勤務の機会のな
かった従業員に対しての臨時措置を検討する。その際、セキュリティ・ポリシーに臨時規定を設
け、セキュリティ対策としてHDD暗号化を実施した上で自宅への持ち帰りを可能とするなどの
対策を講じる。一方、ノートPCを会社で利用していない、またはセキュリティ・ポリシー上、
ノートPCの自宅への持ち帰りが困難な場合は、会社配布の携帯電話やスマートフォンの積極的
な活用を検討する。会社のメール・サーバとの同期を取り、スケジュールなどのグループウェア
機能を最低限利用できるようにする。その際、自宅から会社のシステムへの接続は、IPsec VPN
やSSL-VPNなどのVPN接続を行う。可能であれば、ワンタイム・パスワードを利用した二要素認
証などでユーザー認証を強化することも検討する。
 会社のセキュリティ・ポリシー上、有事の際に自宅にノートPCを持ち帰ることが不可能である
場合は、個人所有のPCの活用も検討せざるを得ない。その際、社内システムにSSL-VPN環境を
構築している場合は、一部の業務利用 (イントラネットのWeb閲覧、グループウェアの利用、一部
の限定された情報へのアクセスなど) の利用を可能にし、従業員の在宅ワークを限定的にサポー
トできるようにする。ただし、ファイル交換ソフトをインストールしていないことや、アンチ
ウィルス・ソフトを実装していることを確認した上で利用を許可する。こうした最低限のセキュ
リティ対策がなされていない限り、従業員による個人所有PCの利用は認めるべきではない。ま
た、個人所有の携帯電話やスマートフォンを活用し、個人の電話番号やメール・アドレスを確認
し、連絡網として機能させることも検討する。
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 計画停電が自宅エリアで実施された場合、自宅でのブロードバンド回線が使えなくなる。した
がって、特に顧客やパートナー企業との通信頻度が高い従業員などを中心に、可能な限りデータ
通信カードや無線ルータ (ポケットWiFi) の配布を行い、3G回線を代替回線として利用できるよ
うサポートする。ただし、計画停電に伴う通信規制により、通話同様にパケット通信も制限され
るリスクが存在することを理解しておく必要がある。また、計画停電の間、省電力モードでの作
業に努めるよう指示し、場合によっては予備のバッテリを提供する。なお、在宅勤務の従業員が
多数発生すると、WAN回線の逼迫とそれに起因する通信環境の悪化が想定される。そうした場
合、既にWAN高速化装置を社内に実装している企業は、モバイル向けのWAN高速化ソフトウェ
アを会社配布のPCに実装して提供することで、逼迫した帯域の中でもスループットの向上を図
ることが可能となる。
これらを踏まえて、企業は、自社に最適な臨時の在宅勤務ポリシーを策定し、臨時サポート体制の
早期の確立を目指す必要がある。

推奨リサーチ
･ 「灰じんからの再起：アイスランドの火山噴火に学ぶ事業継続管理」(ITD-10-15、2010年7月5日付)
･ 「2011年の展望：プログラム管理の誤りがBCMを沈没させる」(ITM-11-13、2011年3月18日付)

備考1 東日本大震災
気象庁の発表によれば、マグニチュード9.0の巨大地震であり、宮城県栗原市で震度7を観測し、特に東北地方
から関東地方の太平洋沿岸では大きな被害を受けた。気象庁はこの地震を「平成23年 (2011年) 東北地方太平洋沖
地震」と命名した。

備考2 計画停電
計画停電 (Planning blackout) とは、事前に計画された停電であり、あらかじめ電力会社より住民に停電時間を知
らせた停電である。これに対し、一定時間ごとに地域を変更する停電を、輪番停電 (Rolling blackout)と呼ぶ。東
京電力が会社設立 (1951年) 以来初の実施となった今回の計画停電は、3月14日から実施され、時間帯を第1から第
5グループまでに分類した。この計画停電により首都圏の鉄道が運休したため、企業や市民などに大きな影響が出
た。東京電力に取材を行ったところ、「3月14日から21日までは、東京23区のうち、板橋、練馬、荒川、杉並、世
田谷、足立、大田、目黒区を中心に計画停電を行い、千代田、港、中央、北区は計画停電から除外している。こ
れは、重要な拠点が系統内にある場合の特例」と説明している。
ガートナーが企業の情報システム部門に取材した際に、「当社のデータセンターは停電対象外」という企業が
あったが、今後の電力事情により3月22日以降、上記の計画停電範囲は変わる可能性があるため、本指針の点検は
事前に実施しておくべきである。また、3月14日以降、自宅待機となっている外資系ベンダーや国産システム・
インテグレーター (SIer) も多く、本番業務の運用に支障が出てきた情報システム部門もある。

備考3 旧江戸川の停電
2006年8月14日7時38分に、旧江戸川を航行中のクレーン船のアームが、高さ16m、27万5,000ボルトの東京電力
の高圧線に接触し、東京23区東部と神奈川、千葉県の一部が停電した。復旧までに約4時間を要し、一部のデータ
センターで被害が出た。
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備考4 シャットダウン
サーバやクライアント機器の電源を、メーカーが準備している指定のコマンドで順次停止させ、最終的には電
源を完全に停止させる。サーバの場合、接続されているクライアント機器のセッションを強制切断し、各種アプ
リケーションやデータベースなどを順番どおりに落とすため、数分かかる場合がある。また、共有ストレージを
利用している場合、各サーバ群をシャットダウンした後に、ストレージをシャットダウンするため、さらに時間
がかかることもある。汎用機の場合もメーカーにより異なり、cumterm、halt、power offなどのコマンドで電源を
落とすまでに時間がかかる場合があり、トータルに要する時間の確認が必要である。

備考5 セキュリティを強化したリモートでのアクセス
セキュアなリモート・アクセスでは、通常、ニ要素認証が用いられる。最近では、アイデンティティ・アウェ
ア・ネットワーク (リサーチノート、INF-09-50、2009年5月25日「アイデンティティ・アウェア・ネットワーク入
門」) などの利用も検討されている。アイデンティティ・アウェア・ネットワークでは、通常のファイアウォー
ルに、特定 (SIer用) のユーザーIDを事前に登録しておき、ID管理としてのアクセスの制限をかけることが可能と
なる。
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